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（11月15日現在の情報です）
３回目のワクチン接種券を発送します

　新型コロナウイルスワクチンの２回接種完了からおおむね８カ月以上経過した人を対象に、
３回目の接種を実施します。
　令和３年５月末までに２回接種を完了した人には、11月19日(金)から３回目接種の接種券
を発送しています。令和３年６月以降に２回接種を完了した人にも順次発送します。接種券
が届かない人は、左ページの「３回目接種についての今後の流れ」を確認してください。

　〈接種券が届かない可能性がある人（例）〉
　・他自治体で接種した後、観音寺市に転入した人
　・海外で２回接種した人

〈令和３年５月末までに２回接種を完了した人〉
接種券（追加接種用）は届きましたか？

※接種開始時期は、令和４年２月を予定しています。
※今後の接種券の発送時期や接種場所などについては、市ホームページやホッと

メールなどで随時お知らせします。
※市外で接種を希望する人は、接種を希望する自治体へ「住所地外接種届」を提

出してください。
※先行接種した医療従事者等は、予約方法や接種日程が異なる場合があります。

〈接種券封入物一覧（５種類）〉

①接種券一体型予診票（追加接種用）

接種券と予診票が一体となっています。

　③ 追加（３回目）接種のお知らせ
　④ 注意事項
　⑤ ワクチンの説明書

問い合わせ先
　健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室　☎２３－３９２７
　観音寺市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　☎０８７５－６３－８０８８　Ⓕ０８７５－６３－８３３３（ＦＡＸは聴覚障がいのある人専用）

令和３年５月末までに２回接種済みの人から発送を開始します

３回目接種についての今後の流れ

②接種済証

１回目と２回目の接種記録が印字されていま
す（転入前に他自治体で接種した場合を除き
ます）。もし接種記録が誤っている場合は、
必ず３回目接種の前に新型コロナウイルスワ
クチン接種推進室に連絡してください。

新型コロナウイルス関連情報

案内はがきが届いたら、予約する
（予約方法は、電話またはインターネットを予定しています）

医療機関で３回目の接種を受ける
（個別医療機関での接種を予定しています）

いいえはい

予約ができるように
なれば、予約開始の
案内はがきを送付し
ます。届くまでお待
ちください。

２回接種したかどうかの接種記録を
確認する必要があります。
以下の方法で接種済証または接種記
録書のコピーを提出してください。

①持参(市役所健康増進課まで)
②郵送(〒768-8601 観音寺市坂本

町一丁目1番1号 観音寺市健康増
進課 行)

③電子メールに原本の写真を添付
　(sessyu@city.kanonji.lg.jp宛て)
④FAX(番号：0875－25－5900)
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問

12月21日(火)
保健センター
歯周病検診の結果、歯周病予防に関する講話
令和３年度歯周病検診受診者のうち、「要指導」
または「要精検」と判定された人

※対象者には案内ハガキを送付します
20人（先着順）
無料
歯周病検診結果（クリーム色の用紙）
12月６日(月)～14日(火)
健康増進課 成人保健係　☎２３－３９６４

健康増進課
☎２３－３９６４
Ⓔkenkou@city.kanonji.lg.jp

歯ッスル教室

男性料理教室（講話のみ）

健康だより

持
料
数

対
内
所
時

受
問

①12月17日(金)
　午前９時30分～午前10時30分
②12月21日(火)
　午前９時30分～午前10時30分
①保健センター
②豊浜福祉会館
災害時の常備蓄のポイントについて
各10人（先着順）
各教室１週間前まで
筆記用具
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、調理
実習は行いません。
健康増進課 成人保健係　☎２３－３９６４
市食生活改善推進協議会

内
数
受
持

所

時

注

問
主

●ノロウイルスとは
　感染性胃腸炎の主な原因の一つで、感染力が非
常に強く、わずかに付着しているだけで食品や人、
床、ドアノブ、便器などさまざまなところから感
染する恐れがあります。回復後も、しばらくは便
からウイルスの排出が続くので注意が必要です。

症状
　嘔

お う

吐
と

や下痢、発熱などが感染後１～２日に現れ、
症状は３日程で治まります。感染していても、症
状がない場合もあります。

予防
・食品は中心温度が85～90度で90秒以上加熱する
・調理や食事の前には、せっけんと流水でしっか

り手を洗う
・嘔吐物を処理するときは、使い捨てのマスクと

手袋を使用し、0.1％次亜塩素酸ナトリウム（家
庭用塩素系漂白剤）を染み込ませたペーパータ
オルなどで嘔吐物を周囲から中心に向かって拭
き取り、ビニール袋に入れ、袋の口を縛る。廃
棄後は流水とせっけんでしっかり手を洗う

●インフルエンザとは
　感染した人の咳やくしゃみなどに含まれるウイ
ルスが、鼻や口から侵入することで感染します。

症状
　高熱や頭痛、関節痛、筋肉痛、のどの痛み、咳、
鼻水などで、普通の風邪に比べて全身に現れる症
状が強いのが特徴です。気管支炎や肺炎などを合
併し、重症化することもあります。

予防
　「新しい生活様式」はインフルエンザ予防にも
有効です。
・まめに手洗い、手指消毒
・マスクを着用する
・小まめに換気する
・「３密（密集・密接・密閉）」を避ける
・流行前（10月～12月）に予防接種を受ける

健康増進課　☎２３－３９６４
香川県西讃保健福祉事務所　☎２５－２０５２

冬は感染症に注意しましょう 　

問

問い合わせ先
　観音寺市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　☎０８７５－６３－８０８８　Ⓕ０８７５－６３－８３３３（ＦＡＸは聴覚障がいのある人専用）

　接種を希望する人でまだ予約をしていない人は、コールセンターに問い合わせてください。

●交付要件概要
令和３年４月～９月のうち、任意の連続する
３カ月間の売上合計額が、平成31年４月～令
和元年９月の当該期間の売上合計額と比較
して30パーセント以上減少していること。詳
しくは、市ホームページを確認してください。

●対象業種　業種は問いません。

●申請方法　
必要書類を郵送（簡易書留）または商工観
光課（市役所３階）へ持参。

●受付期間　12月28日（火）まで
　　　　　　（当日消印有効）

問い合わせ先
　商工観光課　☎２３－３９３３
　　　　　　　Ⓕ２３－３９５６

　市のＰＲと感染症対策のために、銭形く
んのイラストが入ったマスクを販売してい
ます。不織布マスクを着けた上から着用で
きる大きさです。
●大きさ　縦約13.5cm×横約24cm
　　　　　　　　　　　（ひもを含む）
●素材
　ポリエステル100%（吸汗速乾素材）
●色
　表面：白色
　裏地とロゴ：紺色
●価格
　１枚400円（税込み）
●販売場所
　観音寺市観光協会事務局
　（琴弾公園　
　 道の駅ことひき内）
　☎２４－２１５０

対象者数 １回目 ２回目
65歳以上 20,272人 88.4% 88.0%

60～64歳 3,775人 92.8% 92.3%

50歳代 7,281人 88.0% 87.4%

40歳代 7,410人 84.0% 83.2%

30歳代 5,795人 79.6% 78.7%

20歳代 5,517人 76.4% 75.0%

12～19歳 3,971人 72.7% 71.0%

合計 54,021人 84.7% 84.0%

対象者54,021人のうち、１回目を
接種した人は45,782人（84.7％）、
２回の接種を完了した人は45,368
人（84.0％）となっています。
※医療従事者、職域接種等の接種

回数を含みます。

観音寺市のワクチン接種状況（11月９日時点）

観音寺市事業者応援給付金 銭形くんマスクを販売中！

新型コロナウイルス関連情報
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　人権は、人間らしい幸せな生活を営むために必
要な権利です。お互いの人権が尊重され、差別の
ない明るい社会にしましょう。  
●令和３年度啓発活動　年間強調事項
・女性の人権を守ろう
・子どもの人権を守ろう
・高齢者の人権を守ろう
・障がいを理由とする偏見や差別をなくそう
・部落差別（同和問題）を解消しよう
・外国人の人権を尊重しよう  　など
●女性の人権ホットライン

配偶者からの暴力や職場におけるセクシュアル
ハラスメントなど、女性をめぐるさまざまな人
権問題に関する相談電話です。
☎０５７０－０７０－８１０

●12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間
北朝鮮当局による拉致などの問題に関心を持ち、
認識を深めましょう。

●出前講座
差別や人権侵害のない地域や職場づくりのため、
自治会の会合や職場研修に、講師を無料で派遣
します。

問い合わせ先　人権課　☎２３－３９２８

じんけんＷｅｂフェスタ２０２１
日時　12月１日(水) ～ 27日(月)

　※特設Ｗｅｂサイトで配信
　　https://jinken.jp

内容　ＮＯＮ ＳＴＹＬＥと県内の高校生・
大学生によるトークイベント、ＬＧ
ＢＴトークショー、同和問題・障が
い者に関する講演など

問い合わせ先　
高松法務局人権擁護部
☎０８７－８２１－７８５０

●登録型本人通知制度とは
事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本な
どを、代理人や第三者に交付した場合に、郵送
で登録者本人にお知らせする制度です。この制
度を利用することで、不正取得の早期発見や事
実関係の早期究明が期待できます。

●事前登録ができる人
市内に住民登録をしている人や、本籍がある人

（除票・除籍を含む）
●登録方法

本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許
証、パスポート、保険証など）を持参し、市民
課または各支所で登録手続きをしてください。
代理人による申請の場合は、委任状と代理人の
本人確認書類が必要です。

●通知の対象となる証明書
・住民票の写し（除票を含む）
・住民票の記載事項証明書
・戸籍の謄抄本（除籍、改製原戸籍を含む）
・戸籍の附票の写し
●交付の通知
　交付通知書には、次の４項目が記載されます。
①交付した日
②交付した証明書の種類
③交付枚数
④交付請求者の種別
　（本人等の代理人、それ以外の第三者）
問い合わせ先

市民課 市民係　☎２３－３９２４
　　　　　　　 Ⓕ２３－３９５９

12月４日～10日は第73回人権週間／12月10日は世界人権デー

登録型本人通知制度の事前登録をしていますか

市役所からのお知らせ

窓　口　な　ど 休　業　日 注　　意

窓
口

本庁　　　　　☎２３－３９００
大野原支所　　☎５４－５７００
豊浜支所　　　☎５２－１２００
伊吹支所　　　☎２９－２１１１

12月29日(水)～１月３日(月)
出生・婚姻・死亡などの届け出は、休
み期間中でも守衛室で受け付けます。

（伊吹支所は除く）

水
道

　香川県広域水道企業団
　西讃ブロック統括センター
　お客さまセンター
　　　　　 　　☎２５－５２１１

12月29日(水)～１月３日(月)
・断水や漏水など緊急を要する用件に

ついて　☎２５－５２４１
・１月の水道メーターの検針業務は、

１月４日(火)から開始します。

ご　
み

収
集

観音寺地域
☎２５－２６９８

可　燃 12月31日(金)～１月３日(月)

ごみは、指定された収集日の指定され
た場所に、当日の午前８時までに出し
てください。前日のごみ出しはできま
せんので、ご協力をお願いします。

不　燃 12月29日(水)～１月３日(月)

伊吹地域
☎２９－２１１１
☎２９－２２２４

可　燃 12月30日(木)～１月３日(月)

不　燃 12月24日(金)～１月３日(月)

大野原地域
☎５４ー５７００

可　燃 12月30日(木)～１月３日(月)

不　燃 12月29日(水)～１月３日(月)

豊浜地域
☎５２－１２００

可　燃 12月31日(金)～１月３日(月)

不　燃 12月23日(木)～１月４日(火)

持
ち
込
み

生活環境課　☎２５－２６９８
12月29日(水)～　　　　　　
　　　　　　１月10日(祝・月)

１月は11日(火)から受け付けます。
土・日曜日、祝日以外の午前10時から
午後２時までに搬入してください。た
だし、１月23日(日)、２月27日(日)、３
月27日(日)は、休日受け付けします。

火
葬
場

燧望苑　　　　☎６７－５６５０ １月１日(祝・土)・２日(日)

く
み
取
り

衛生センター　☎２３－１４３８ 12月29日(水)～１月３日(月) 年末のし尿くみ取りは、12月15日(水)
までに申し込んでください。

図
書
館

中央図書館　　☎２３－３９６０
大野原図書館　☎５４－５７１５
豊浜図書館　　☎５２－１２０６

12月29日(水)～１月３日(月)

市
民
会
館

ハイスタッフホール
　　　　　　　  　☎２３－３９３９ 12月29日(水)～１月３日(月)

子育て支援センターほっとはうす萩
　　　　　　　　☎２３－６１０１ 12月29日(水)～１月３日(月)

ふるさと学芸館　☎２４－８１２３ 12月29日(水)～１月３日(月)

のりあいバス　　☎２３－３９４９ 12月29日(水)～１月３日(月) 伊吹線も運休します。

　萩の湯　　　　☎５４－５５５５ １月１日(祝・土)

年末年始は窓口が大変混雑します。用事がある人はお早めに手続きをお願いします。

年末年始の業務のお知らせ

＊その他の施設は、各施設へ早めに問い合わせてください。


